
小学5.6年女子4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          53.14     荒木・木下・福田・稲石(南勢陸上ク)    2016 6月2日 14:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 ゆめが丘陸上－A 1539 松山　由真(6) ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾏ 54.79 1 6 ゆめが丘陸上－B 1544 中森　優奈(6) ﾅｶﾓﾘ ﾕﾅ 59.72
1546 増田　優月(6) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 1547 松岡美乃莉(6) ﾏﾂｵｶ ﾐﾉﾘ
1543 土田　　愛(6) ﾂﾁﾀﾞ ｱｲ 1541 城山　和奏(6) ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾜｶﾅ
1538 南　  友(6) ﾐﾅﾐ ﾄﾓ 1540 今井ともか(6) ｲﾏｲ ﾄﾓｶ

2 8 一志Beast－A 602 ｼﾞｮｰﾝｽﾞﾚﾍﾞｯｶ花(6) ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾚﾍﾞｯｶﾊﾅ 56.02 2 4 一志Beast－B 603 高橋　りこ(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 1:00.20

599 木嶋　　鈴(6) ｷｼﾞﾏ ﾘﾝ 594 飯田　もも(6) ｲｲﾀﾞ ﾓﾓ
596 岡田日真莉(6) ｵｶﾀﾞ ﾋﾏﾘ 604 中尾　心咲(6) ﾅｶｵ ﾐｻｷ
601 小竹　真花(6) ｺﾀｹ ﾏﾅｶ 607 横山　万織(6) ﾖｺﾔﾏ ﾏｵ

3 7 菰野ＳＣ－A 430 佐藤　利都(6) ｻﾄｳ ﾘﾂ 1:00.48 3 3 ゆめが丘陸上－C 1554 中島　早優(5) ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾕ 1:05.22

428 石田　朱里(6) ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 1553 藤川　凛乃(5) ﾌｼﾞｶﾜ ﾘﾝﾉ
431 澤田　彩花(6) ｻﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 1552 浦田麻由奈(5) ｳﾗﾀ ﾏﾕﾅ
429 柿市　茉帆(6) ｶｷｲﾁ ﾏﾎ 1542 杉森　百音(6) ｽｷﾞﾓﾘ ﾓﾈ

4 3 JAC亀山 2051 蔵城　柑奈(5) ｸﾗｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ 1:01.15 4 7 内部陸上少 225 町野　稀星(6) ﾏﾁﾉ ｷｻﾗ 1:08.20

2049 森口つかさ(5) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾂｶｻ 232 堀　美羽音(6) ﾎﾘ ﾐﾊﾈ
2048 志摩　美月(6) ｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 223 永岡　埜衣(6) ﾅｶﾞｵｶ ﾉｲ
2043 宮本　芽依(6) ﾐﾔﾓﾄ ﾒｲ 224 堀内　優芽(6) ﾎﾘｳﾁ ﾕﾒ

5 6 ＹウェルネスＣ 277 加藤　遙夏(6) ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 1:03.09 5 5 菰野ＳＣ－B 436 岩尾　風音(5) ｲﾜｵ ﾌｳﾈ 1:10.11

279 森川　木春(6) ﾓﾘｶﾜ ｺﾊﾙ 440 萩　結奈穂(5) ﾊｷﾞ ﾕﾅﾎ
281 中山　　楓(5) ﾅｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 439 滝　　一彩(5) ﾀｷ ﾋｲﾛ
291 清水　悠沙(5) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｻ 441 三木　桃杏(5) ﾐｷ ﾓﾓｱ

6 5 三浜陸上 201 萩　寿乃花(6) ﾊｷﾞ ｼﾞｭﾉｶ 1:03.94

200 後藤　杏実(6) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ
203 堀木　優菜(6) ﾎﾘｷ ﾕｳﾅ
204 青江世里葉(5) ｱｵｴ ｾﾘﾊ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 54.79

2 56.02

3 59.72

4 1:00.20

5 1:00.48

6 1:01.15

7 1:03.09

8 1:03.94

ゆめが丘陸上－A 松山　由真(6) / 増田　優月(6) / 土田　　愛(6) / 南　  友(6)

一志Beast－A ｼﾞｮｰﾝｽﾞﾚﾍﾞｯｶ花(6) / 木嶋　　鈴(6) / 岡田日真莉(6) / 小竹　真花(6)

ゆめが丘陸上－B 中森　優奈(6) / 松岡美乃莉(6) / 城山　和奏(6) / 今井ともか(6)

ＹウェルネスＣ 加藤　遙夏(6) / 森川　木春(6) / 中山　　楓(5) / 清水　悠沙(5)

三浜陸上 萩　寿乃花(6) / 後藤　杏実(6) / 堀木　優菜(6) / 青江世里葉(5)

一志Beast－B 高橋　りこ(6) / 飯田　もも(6) / 中尾　心咲(6) / 横山　万織(6)

菰野ＳＣ－A 佐藤　利都(6) / 石田　朱里(6) / 澤田　彩花(6) / 柿市　茉帆(6)

JAC亀山 蔵城　柑奈(5) / 森口つかさ(5) / 志摩　美月(6) / 宮本　芽依(6)


